高松支部
薬 局 名 称
IMCくすがみ薬局
IMCごうとう薬局
IMCたひ薬局
NPきれと調剤薬局
NPみさき調剤薬局
NPライオン通り薬局
NP花の宮調剤薬局
NP三谷調剤薬局
NP浅野調剤薬局
アイリス調剤薬局
アイン薬局 塩上店
アイン薬局 屋島西店
アイン薬局 屋島店
アイン薬局 ⿁無店
アイン薬局 高松西店
アイン薬局 高松築港店
アイン薬局 高松日赤前店
アイン薬局 三木店
アイン薬局 仏生山店
アイ調剤薬局
あすか薬局
あんず調剤薬局
安西番町薬局
アインス 林町薬局
イオン薬局高松店
いきいき薬局
いちご調剤薬局
大西薬局
香川県薬剤師会会薬局県庁前
香川県薬剤師会調剤薬局
かたもと駅前薬局
上之町調剤薬局
きむら調剤薬局
きむら調剤薬局牟礼店
きりん調剤薬局 福田町店
木田薬局東店
クオール薬局ライフ店
クオール薬局三木平木店
クオール薬局前田東町店
クオール薬局三木学園通り店
くま薬局 三木店
久間薬局
久間薬局 多肥店
ココロ調剤薬局 シンボルタワー店
ココロ調剤薬局 木太店
ココロ調剤薬局 六条店
コスモ調剤薬局 やしま店
コスモ調剤薬局 三条店

所 在 地
電話番号
高松市楠上町2丁目3-15
087-813-0175
高松市郷東町148-3西高松第2メディカルビル1F 087-813-2651
高松市多肥上町1111-1 多肥メディカルビル・イーア1F
087-888-4411
高松市川島本町276-4
087-848-9160
高松市屋島西町1968-7
087-844-3900
高松市大工町1番14
087-823-1888
高松市花ノ宮町2-11-5
087-869-8050
高松市三谷町90-3
087-888-3450
高松市香川町浅野137-3
087-888-5232
高松市田村町332-3
087-814-9311
高松市塩上町2丁目2番5号合田ビル1階
087-861-3177
高松市屋島西町2490-19グラン新蔵１F
087-844-9172
高松市高松町2311
087-841-0088
高松市⿁無町藤井433番地1
087-832-8888
高松市⿁無町藤井447-1
087-842-7077
高松市寿町1丁目4-3高松中央通りビル2階
087-811-3301
高松市番町1-10-15 サミービル1階
087-837-0770
三木町平木56-6
087-814-6340
高松市仏生山町甲271-10
087-899-6602
三木町池戸甲1745-20
087-891-0935
高松市木太町5077-1
087-813-7380
高松市太田下町1872番地2
087-815-1606
高松市番町1-2-23 １階
087-811-1520
高松市林町1588-1
087-868-6030
高松市香西本町1番1
087-842-5628
高松市鶴市町2047-8
087-816-7858
高松市太田下町2462-3
087-868-1103
高松市天神前5-24
087-831-3467
高松市天神前5番11
087-832-7805
高松市朝日町一丁目1番11号
087-811-0205
高松市屋島西町1723-1
087-899-8571
高松市上之町1丁目3-40
087-868-7747
高松市庵治町620-2
087-870-3100
高松市牟礼町牟礼2099-2
087-818-7520
高松市福田町13-2
087-802-2537
高松市円座町955番地3 太山ビル一階
087-886-6101
高松市木太町3236-2
087-862-7070
三木町平木7-1
087-891-1801
高松市前田東町801-7
087-847-8011
木田郡三木町鹿伏374-1
087-891-1900
香川県木田郡三木町氷上399-2
087-840-2575
高松市円座町1262-1
087-886-0241
高松市多肥下町460-1
087-866-5550
高松市サンポート2-1 マリタイムプラザ2F
087-802-5107
高松市木太町5080-13
087-802-3507
高松市下田井町372番地1
087-802-1737
高松市屋島西町字子の浜2109番37-2
087-813-7273
高松市三条町字中所507番地2
087-815-0155

コスモ調剤薬局 八幡通り店
コスモ調剤薬局レインボーロード店
コスモ調剤薬局香川中央店
コスモ調剤薬局香南店
コスモ調剤薬局仏生山店
さくら調剤薬局寺井店
ジャスミン調剤薬局
しろくま薬局
スター薬局 六条
スター薬局レインボー店
せぴあ調剤薬局
ソルト薬局
そうごう薬局 番町店
辻上薬局高松店
辻上薬局今里店
とみけ薬局
中嶋B調剤薬局
南天堂薬局
みらいの薬局
のの薬局
はなぞの薬局
ひかみ調剤薬局
ひだまり調剤薬局 八栗店
ひだまり調剤薬局 牟礼店
ファーマシィ薬局たかまつ
ファーマシィ薬局松縄町
ファルマ調剤薬局 大野店
古高松薬局
マツイ薬局高松新田店
松原調剤薬局
ミント薬局新田店
めいぷる薬局高松円座店
安田薬局木太店
ゆい薬局
友愛薬局 大学通り店
ゆら調剤薬局
有限会社 友愛薬局
ラポー薬局
ライム調剤薬局
栗林公園前薬局
レデイ太田調剤薬局
レデイ薬局 藤塚店
レデイ薬局十川店
レデイ薬局木太店

高松市亀岡町11-15
高松市多肥上町字日暮1342-9
高松市香川町大野998-1
高松市香南町由佐145-1
高松市仏生山町甲368-2
高松市寺井町925-7
高松市花ノ宮町一丁目12-22赤松ビル1階
高松市出作町２８１-１
高松市六条町795-1
高松市多肥下町1556-13
高松市花ノ宮町1丁目5-32
高松市丸亀町4-13 上田ビル1F
高松市番町二丁目6-26
高松市中央町1番26号
高松市今里町2-13-8
高松市桜町１丁目5-5
高松市瓦町2丁目6-21
高松市塩屋町6-4
高松市仏生山町甲293-7
高松市茜町3-12
高松市多賀町2丁目15-16
三木町氷上1232-6
高松市牟礼町牟礼2560-2
高松市牟礼町牟礼21-5-3
高松市観光町539-5
高松市松縄町41-4
高松市香川町大野1326-1
高松市高松町3002-5
高松市新田町甲658-2
高松市香西本町90-1
高松市新田町477-3
高松市中間町49番地9
高松市木太町1813-3
高松市多肥下町480-1
高松市番町3丁目20番10
高松市六条町605番地1
高松市木太町2061
高松市太田上町420-1
高松市香西東町326-1
高松市栗林町1丁目6-1
高松市太田下町3007番地3
高松市藤塚町1-11-27
高松市十川東町55-1
高松市木太町5034-2

087-813-4564
087-866-0400
087-813-7080
087-814-6811
087-813-9893
087-885-9585
087-812-6105
087-888-4690
087-814-9587
087-866-1193
087-816-8844
087-899-2121
087-821-1381
087-835-0799
087-831-9998
087-813-1856
087-834-5818
087-821-8486
087-814-5004
087-863-6370
087-899-2117
087-840-2411
087-818-9255
087-814-3311
087-832-7866
087-814-5490
087-885-7770
087-844-8404
087-813-8527
087-870-5365
087-818-0688
087-885-2068
087-861-5008
087-813-7157
087-802-6080
087-868-8822
087-834-4020
087-869-7420
087-881.4111
087-832-0062
087-815-2552
087-863-6151
087-848-9823
087-814-8151

丸亀支部
薬 局 名 称
アイン薬局 丸亀川西店
アイン薬局 城坤店
アイン薬局 城西店
アイン薬局 津森店
アイン薬局 柞原店
アイン薬局城西店
あさひ調剤薬局 川西店
あすか調剤薬局
アン調剤薬局
アインス土器薬局
いろは堂薬局
かさだ薬局
かりん薬局
かりん薬局しか
コスモ調剤薬局柞原店
さつき薬局
サン調剤薬局
城東調剤薬局
スター薬局 浜多度津店
スター薬局 堀江店
スター薬局飯野
ぞうさん薬局
辻上薬局 城西店
辻上薬局郡家店
辻上薬局御供所店
辻上薬局城北調剤薬局
辻上薬局 原田店
ミント調剤薬局

所 在 地
丸亀市川西町北187-1
丸亀市津森町594-3
丸亀市津森町1108-1
丸亀市津森町216-3
丸亀市柞原町345-5
丸亀市津森町1108-1
丸亀市川西町南422-7
丸亀市宗古町１－２
丸亀市土器町東3丁目254-2
丸亀市土器町東3丁目629
丸亀市柞原町683-1
三豊市豊中町笠田竹田2857
丸亀市郡家町242番地3
多度津町大字青木130ー４
丸亀市柞原町1811
丸亀市土居町２丁目７－２３
丸亀市城東町2丁目14-33
丸亀市城東町3丁目108
多度津町西浜１１番１８号
多度津町堀江4丁目349-18
丸亀市飯野町東二甲1396-3
丸亀市土器町東4町目737
丸亀市城西町2-4-8
丸亀市郡家町2488-1
丸亀市御供所町1丁目8-36
丸亀市風袋町173
丸亀市原田町西三分1632-1
多度津町元町12-26

電話番号
0877-58-7088
0877-85-7116
0877-23-5222
0877-22-2128
0877-85-6621
0877-23-5222
0877-57-2555
0877-58-2030
0877-58-2507
0877-25-5454
0877-58-0101
0875-62-2262
0877-28-0550
0877-56-6337
0877-24-9988
0877-35-9913
0877-24-7135
0877-25-2228
0877-56-6220
0877-85-6652
0877-58-4820
0877-64-9301
0877-25-0024
0877-85-8906
0877-24-0706
0877-25-0519
0877-24-3375
0877-56-6170

坂出支部
薬 局 名 称
あおば薬局
アインス オレンジ薬局
アイン薬局 宇多津店
アイン薬局 駒止店
アイン薬局 坂出駅前店
あすなろ薬局うたづ店
イオン薬局坂出店
宇多津ぱんだ薬局
宇多津調剤薬局
エンジェル旭町調剤薬局
おざき薬局
コスモ調剤薬局 室町店
さわやか薬局
末沢薬局
大学薬局むろまち
フレンド調剤薬局
フレンド調剤薬局 駅前店
フレンド調剤薬局 谷町店
正木薬局かも店
みずほ調剤薬局

所 在 地
坂出市富士見町1-10-10
坂出市室町２丁目１番１７号
宇多津町浜5番丁53-1
坂出市駒止町2-1-40
坂出市駒止町1-3-5 ライフスクエア坂出1F
宇多津町浜9番丁1425
坂出市京町1丁目4-18
宇多津町浜六番丁92-8
宇多津町大字東分49ー36
坂出市旭町3-1-8
坂出市谷町1-4-21
坂出市室町3丁目１５
坂出市寿町2-6-32
坂出市横津町2-5-18
坂出市室町3-6-28
坂出市川津町2805-8
坂出市駒止町1-4-24
坂出市谷町1-4-9
坂出市加茂町井出西578-5
坂出市江尻町1578-5

電話番号
0877-85-3154
0877-44-0634
0877-49-7782
0877-44-3255
0877-59-2566
0877-49-8222
0877-83-6288
0877-49-2106
0877-49-8181
0877-45-0405
0877-44-5630
0877-46-0505
0877-43-2344
0877-46-2937
0877-45-3797
0877-46-1168
0877-59-2668
0877-45-8868
0877-48-1177
0877-59-1270

大川支部
薬 局 名 称
アイン薬局 丹生店
片山薬局
くま薬局 志度店
在宅支援 さぬき薬局
志度夏目調剤薬局
たんぽぽ調剤薬局
辻上薬局⾧尾店
のぞみ薬局
はなみずき薬局
ひだまり調剤薬局
ひだまり調剤薬局 三本松店
ひだまり調剤薬局大内店
ホワイト薬局
松村薬局 さくら店
松村薬局しど調剤薬局
松村薬局本店
松村薬局
松村薬局グリーンヒル店
松村薬局大内店
みなみ風調剤薬局 ⾧尾店
妙見屋薬局白鳥店
妙見屋 妙見屋薬局

所 在 地
東かがわ市町田698-2
さぬき市寒川町石田東甲３８５－１０
さぬき市志度2383-8
さぬき市津田町津田244-1
さぬき市志度2410-1
さぬき市造田是弘792-10
さぬき市⾧尾西780-2
さぬき市寒川町石田東甲173番地
東かがわ市川東87-2
さぬき市大川町田面78-9
東かがわ市三本松393
東かがわ市三本松1785:-4
さぬき市志度869-4
東かがわ市大谷800-8
さぬき市志度字花池尻2493-2
東かがわ市松原962-1
東かがわ市松原969-13
東かがわ市松原795
東かがわ市川東101
さぬき市⾧尾西958-4
東かがわ市帰来1-22
東かがわ市引田1895-5

電話番号
0879-26-3255
0879-43-0051
087-894-6180
0879-42-1288
087-813-5225
0879-53-2783
0879-52-0701
0879-43-6656
0879-26-9077
0879-43-1755
0879-26-6777
0879-25-4193
087-814-2772
0879-26-9520
087-894-6171
0879-24-0521
0879-23-1381
0879-25-6266
0879-26-3211
0879-23-6222
0879-23-1345
0879-33-3755

所 在 地
小豆島町池田3427-2
土庄町淵崎甲2031-8

電話番号
0879-75-2612
0879-62-4655

小豆支部
薬 局 名 称
調剤薬局げんきまん
和田調剤薬局

綾歌支部
薬 局 名 称
イオン薬局 綾川店
えむ調剤薬局
香川ファーマシー遊 もみの木薬局
かざしが丘調剤薬局
クオール薬局飯山町店
元気えむ薬局
コアラ薬局
コスモ調剤薬局 国分寺店
スエ薬局
スター薬局滝宮店
辻上薬局陶店
辻上薬局
辻上薬局綾上店
飯山調剤薬局
プラム調剤薬局
もみの木薬局 綾上店
もみの木薬局綾川店
もみの木薬局滝宮店

所 在 地
綾川町萱原822-1
高松市国分寺町新居1359-4
綾川町陶1719-1
綾川町畑田696番地16
丸亀市飯山町川原1088-5
高松市国分寺町国分139-7
丸亀市飯山町川原953-1
高松市国分寺町新名513-5
綾川町陶1724-1
綾川町滝宮496番地1
綾川町陶2603-1
丸亀市綾歌町岡田下496-5
綾川町山田上甲1331-3
丸亀市飯山町川原803-2
綾川町陶4084-10
綾川町山田下2158-1
綾川町小野567-1
綾川町滝宮491-6

電話番号
087-876-6224
087-875-9272
087-876-9341
087-877-1125
0877-98-1600
087-802-5575
0877-98-6606
087-875-0011
087-876-0271
087-814-4886
087-870-8350
0877-86-4627
087-878-3782
0877-98-3456
087-870-8878
087-878-1193
087-876-9383
087-876-9381

所 在 地

電話番号
0877-75-2300
0877-62-0303
0877-73-0270
0877-64-0250
0877-75-2013
0877-63-5952
0877-58-9065
0877-63-3737
0877-75-3574
0877-58-8015
0877-75-0710
0877-85-7721
0877-75-2877
0877-56-5561
0877-56-4500
0877-85-6781
0877-62-1222
0877-56-5255

善通寺・仲多度支部
薬 局 名 称
NPすなはら薬局
アイン薬局 善通寺店
アピス薬局
アライブ薬局 本郷通り店
アインス マンノウ薬局
アインス 調剤薬局ハーモニー
うじけ調剤薬局
コスモ調剤薬局 善通寺店
シマヤ真鍋漢方薬局
四條薬局
スター薬局 四條店
つくし薬局
なのはな薬局
ハーブ調剤薬局
花水木調剤薬局
ひかり薬局善通寺店
ひまわり薬局善通寺
フジヤ調剤薬局

琴平町320-18
善通寺市仙遊町1丁目7番10号魚辰ハイツ１F
まんのう町四條1129-1
善通寺市上吉田町二丁目3-20
まんのう町四條676番地5
善通寺市中村町900-1
琴平町296-1
善通寺市上吉田町5丁目1-21
琴平町225
まんのう町四條179
まんのう町四條784番地5
善通寺市原田町1560-1
まんのう町東高篠1337-1
善通寺市善通寺町一丁目７16
琴平町榎井853-3
善通寺市生野町字山端1852-1
善通寺市善通寺町4-7-29
善通寺市木徳町1073-1

観音寺・三豊支部
薬 局 名 称
アイン薬局 的場店
うぐいす薬局
かりん薬局みの
快生堂豊浜調剤薬局
快生堂茂木調剤薬局
クオール薬局三豊店
コスモ調剤薬局観音寺店
ことひき薬局
サンシャインスター薬局
ジョイ薬局
スター薬局大野原店
スター薬局柞田店
ひいらぎ調剤薬局
ひかり薬局 詫間店
ひとみ調剤薬局 仁尾店
ひまわり調剤薬局高瀬
ひまわり調剤薬局三豊
ひまわり調剤薬局春日
ひまわり調剤薬局大野原
ひまわり調剤薬局浜田
ひまわり薬局勝間
ひまわり薬局新名
ひまわり薬局西香川
ヒロ調剤薬局
ファーマシィ薬局観音寺
ファーマシィ薬局観音寺第2
フジヤ中央調剤薬局
ふじや薬局
ヤマニ調剤薬局

所 在 地
三豊市詫間町詫間414-6
山本町財田西342-1
三豊市三野町下高瀬920番地2
観音寺市豊浜町姫浜865-1
観音寺市茂木町五丁目2番3号
三豊市詫間町松崎2780-35
観音寺市坂本町7-5-21
観音寺市南町5丁目4番66号
観音寺市柞田町甲841
三豊市高瀬町新名982-1
観音寺市大野原町大野原4113-1
観音寺市柞田町甲1939番地10
三豊市豊中町比地大２６２２－１
三豊市詫間町松崎1639-1
三豊市仁尾町仁尾辛39-12
三豊市高瀬町上高瀬1380-4
観音寺市豊浜町姫浜863-2
観音寺市観音寺町甲2987
観音寺市大野原町大野原2105番地3
三豊市詫間町詫間6814-14
三豊市高瀬町下勝間2157-1
三豊市高瀬町新名1005-1
三豊市高瀬町比地中2982-3
観音寺市大野原町花稲8151
観音寺市植田町1008-1
観音寺市植田町1930番地
観音寺市観音寺町甲3132
観音寺市観音寺町甲2993番地1
観音寺市豊浜町姫浜870番地1

電話番号
0875-83-8100
0875-63-8303
0875-56-2125
0875-56-3260
0875-57-5117
0875-24-9288
0875-24-8191
0875-56-0062
0875-57-5315
0875-73-5131
0875-23-6001
0875-56-1280
0875-56-6600
0875-23-6286
0875-82-5331
0875-56-2150
0875-52-5100
0875-24-3863
0875-56-4120
0875-56-5031
0875-72-6622
0875-24-9507
0875-56-2128
0875-56-3193
0875-57-6860
0875-57-6120
0875-57-6800
0875-25-2884
0875-56-3477

